
委員会名簿

委員長

常務理事 理事 幹事 委員

杉本賞選考委員会 明楽 重夫 青木 大輔　伊藤 理廣　古谷 健一 泉谷 知明　岩瀬　明

武内賞選考委員会 明楽 重夫
市川 雅男　 金尾 祐之　　菊地 盤
楠木 泉　   黒瀬 圭輔  　齊藤 寿一郎
寺井 義人　 平池 修　 　 山本 泰弘

学会賞選考委員会 明楽 重夫
村上 節
次期学術集会会長

泉谷 知明　齊藤 寿一郎　佐藤 亘
高島 明子　羽田 智則　福井 淳史

編集委員会 村上 節 伊藤 理廣　 熊切 順   藤下 晃
泉谷 知明　 磯部 真倫　佐藤 亘
高島 明子　 羽田 智則　福井 淳史
升田 博隆

　

社保委員会 西井 修 北出 真理   久布白 兼行
甲賀 かをり　鈴木 隆弘　谷村 悟
山本 泰弘

　

技術認定制度委員会 北脇 城 北出 真理　丸山 正統
市川 雅男  伊東宏絵 　金尾 祐之
菊地 盤　　北島 道夫　楠木 泉
寺井 義人　林  茂徳　 山本 泰弘

秋葉 靖雄　 浅井 哲　 石川 雅彦
小堀 宏之   永石 匡司

ガイドライン
委員会

櫻木 範明

北脇   城   大道 正英　 明楽 重夫
万代 昌紀　 浅田 弘法　 大須賀 穣
熊切   順   塩田  充　　寺田 幸弘
藤下   晃　 藤井多久磨  丸山 正統
三上 幹男   村上  節    森田 峰人
山下   剛

市川 雅男  伊東 宏絵　　金尾 祐之
菊地 盤　  楠木 泉　 　 楠本 知行
工藤 正尊　小林 栄仁　  齊藤 寿一郎
谷村 悟　  寺井 義人　  羽田 智則
馬場 長  　平池  修　   銘苅 桂子

沖 利通　   小野 修一 加藤 秀則
小林 裕明　 高井 泰　 出浦 伊万里
寺尾 泰久　 新倉 仁　 野村 英司
渡利 英道

調査普及委員会 原田 省
田島 博人　 谷口 文紀　平田 哲也
小林 栄仁　 寺井 義人  升田 博隆
山本 泰弘

評議員選考委員会 増崎 英明
寺田 幸弘　 蜂須賀 徹   三上 幹男
村上   節　 若槻 明彦

北島 道夫

認定研修施設
委員会

青木 大輔 北脇 城
楠木 泉　  楠本 知行　佐藤 亘
谷村 悟　  飛梅 孝子  西岡 嘉宏
林  茂徳　 銘苅 桂子

倫理・医療安全
委員会

梁 善光 藤原 浩 岩瀬 明　小林 栄仁 吉田 浩

教育委員会 安藤 正明
浅田 弘法　北出 真理　熊切 順
舟本 寛　  干場 勉　  森田 峰人

太田 啓明　 金尾 祐之　　菊地 盤
工藤 正尊　 齊藤 寿一郎  羽田 智則
山本 泰弘

浅井 哲　    内出 一郎　梅本 雅彦
海老沢 桂子　沖 利通　  小堀 宏之
地主 誠　    塚田 和彦
出浦 伊万里  中林 稔　  平木 宏一

広報・渉外委員会 大須賀 穣 明楽 重夫　塩田 充 平池 修

悪性腫瘍・
ロボット支援下手術
委員会

藤井 多久磨
浅田 弘法  櫻木 範明　西  洋孝
舟本 寛　　干場 勉 　 万代 昌紀
三上 幹男　山下 剛

黒瀬 圭輔　小林 栄仁　寺井 義人
馬場　長   平池　修　 山本 泰弘

常設委員会名
担当委員


